
 

                                                        薬発 23－14 

平成 24 年 2 月 6 日 

薬剤科 医薬品情報室      

〔Ⅰ〕第 344 回薬事委員会（2 月 3 日）において、下記の事項が決定しましたのでお知らせいたします。  

1.新規採用医薬品 ※原則 2 月 13 日(月)よりオーダ可能となります。 

剤形 採用区分 薬品名 （）は一般名 規格 薬効 メーカー 備考 

内
服 

院内専用 
アミユー配合顆粒                   2.5g/包 腎不全用必須アミノ酸製剤 味の素 

  

臨時購入   

院内外両用 
ザイザル錠 5mg                       

（レボセチリジン塩酸塩錠） 
5mg/錠 

持続性選択 H1受容体拮抗・ 

ｱﾚﾙｷﾞ-性疾患治療剤 
ｸﾞﾗｸｿ 

ジルテック錠 10の在

庫なくなり次第、切り

替え 

院内専用 
タモキシフェン錠 10mg                    

（タモキシフェンクエン酸塩錠） 
10mg/錠 抗乳癌剤 日医工 

ノルバデックス錠10の

在庫なくなり次第、切

り替え 

院内専用 
タモキシフェン錠 20mg                    

（タモキシフェンクエン酸塩錠） 
20mg/錠 抗乳癌剤 日医工 

タスオミン錠 20㎎の

在庫なくなり次第、切

り替え 

院内外両用 
ナウゼリン OD錠 10                         

（ドンペリドン口腔内崩壊錠） 
10mg/錠 消化管運動改善剤 

協和発酵 

ｷﾘﾝ 

ナウゼリン錠 10㎎の

在庫なくなり次第、切

り替え 

院外専用 
ネシーナ錠 12.5mg                    

（アログリプチン安息香酸塩錠） 
12.5mg/錠 

選択的 DPP-4阻害剤 
武田 

  

2型糖尿病治療剤   

院内外両用 
テトラミド錠 10mg                 

（ミアンセリン塩酸塩錠）                         
10mg/錠 四環系抗うつ剤 MSD   

院内専用 ボノテオ錠 1mg                        

（ミノドロン酸水和物錠） 
1mg/錠 骨粗鬆症治療剤 ｱｽﾃﾗｽ 

 臨時購入 

院外専用 
ボノテオ錠 50mg                      

（ミノドロン酸水和物錠） 
50mg/錠 骨粗鬆症治療剤 ｱｽﾃﾗｽ 

 

院内外両用 
ユリーフ錠 4mg                     

（シロドシン錠） 
4mg/錠 

選択的α１A遮断剤、前立腺肥大症

に伴う排尿障害改善薬 
キッセイ 

  

  

院外専用 
レボレード錠 12.5mg                   

（エルトロンボパグオラミン錠） 
12.5mg/錠 

経口血小板増加薬・ 

トロンボポエチン受容体作動薬 
ｸﾞﾗｸｿ 

  

  

院外専用 
レボレード錠 25mg                   

（エルトロンボパグオラミン錠） 
25mg/錠 

経口血小板増加薬・ 

トロンボポエチン受容体作動薬 
ｸﾞﾗｸｿ 

  

  

注
射 

院内専用 

アルガトロバン注シリンジ 10mg

「NP」     

  （アルガトロバン水和物注） 

10mg20mL

/筒 
選択的トロンビン剤 ﾆﾌﾟﾛ 

スロンノン IH注

10mg/2mLの在庫な

くなり次第、切り替え 

院内専用 

アルプロスタジル注 10μg 

シリンジ「サワイ」              

（アルプロスタジル注射液） 

10μg/筒 プロスタグランジン E1製剤 沢井 

パルクス注 10μgの

在庫なくなり次第、切

り替え 

DDDrrruuuggg   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   NNNeeewwwsss

       
 



院内専用 

エダラボン点滴静注 30mg 

バッグ「タカタ」             

（エダラボン注射液） 

30mg/ｷｯﾄ 
脳保護剤                 

（フリーラジカルスカベンジャー） 
高田 

ラジカット点滴静注

30mgの在庫なくなり

次第、切り替え 

院内専用 

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液

10mg/5mL「ﾏｲﾗﾝ」            

（エピルビシン塩酸塩注射液） 

10mg/V 抗腫瘍性抗生物質製剤 ﾏｲﾗﾝ 

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注

射用 10㎎「NK」、ﾌｧ

ﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝ RTU注射

液 10㎎の在庫なくな

り次第、切り替え  

院内専用 

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液

50mg/25mL「ﾏｲﾗﾝ」            

（エピルビシン塩酸塩注射液） 

50mg/V 抗腫瘍性抗生物質製剤 ﾏｲﾗﾝ 

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注

射用 50㎎「NK」、ﾌｧ

ﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝ RTU注射

液 50㎎の在庫なくな

り次第、切り替え  

院内専用 

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ       

  （組換え沈降 4価 HPV様粒子

ﾜｸﾁﾝ〈酵母由来〉） 

0.5mL/筒 ウイルスワクチン類 MSD   

院内専用 
バイステージ注 300                      

（イオパミドール注射液） 
50mL/V 非イオン性尿路・血管造影剤 

富士 

ﾌｨﾙﾑ 

オプチレイ 320注

50mLの在庫なくなり

次第、切り替え 

院内専用 
バイステージ注 300                      

（イオパミドール注射液） 
100mL/V 非イオン性尿路・血管造影剤 

富士 

ﾌｨﾙﾑ 

オプチレイ 320注

100mLの在庫なくなり

次第、切り替え 

院内専用 
バイステージ注 370                       

（イオパミドール注射液） 
50mL/V 非イオン性尿路・血管造影剤 

富士 

ﾌｨﾙﾑ 

イオパミロン 370注

50mLの在庫なくなり

次第、切り替え  

院内専用 
バイステージ注 370                       

（イオパミドール注射液） 
100mL/V 非イオン性尿路・血管造影剤 

富士 

ﾌｨﾙﾑ 

オプチレイ 370注

100mLの在庫なくなり

次第、切り替え  

院内専用 

バイステージ注 370 シリンジ

100mL                      

（イオパミドール注射液） 

100mL/筒 非イオン性尿路・血管造影剤 
富士 

ﾌｨﾙﾑ 
  

院内専用 
プロイメンド点滴静注用 150mg           

（注射用ホスアプレピタントメグルミン） 
150mg/V 選択的 NK1受容体拮抗型制吐剤 小野   

院内専用 

ミルセラ注シリンジ 25μg              

（エポエチンベータペゴル 

<遺伝子組換え>注） 

25μg/筒 持続型赤血球造血刺激因子製剤 中外 

  

  

院内専用 

ミルセラ注シリンジ 50μg              

（エポエチンベータペゴル 

<遺伝子組換え>注） 

50μg/筒 持続型赤血球造血刺激因子製剤 中外 

  

  

院内専用 
ミルセラ注シリンジ 75μg              

（エポエチンベータペゴル 
75μg/筒 持続型赤血球造血刺激因子製剤 中外 

  

  



 

<遺伝子組換え>注） 

院内専用 

ミルセラ注シリンジ 100μg              

（エポエチンベータペゴル 

<遺伝子組換え>注） 

100μg/筒 持続型赤血球造血刺激因子製剤 中外   

院内専用 

ミルセラ注シリンジ 150μg              

（エポエチンベータペゴル 

<遺伝子組換え>注） 

150μg/筒 持続型赤血球造血刺激因子製剤 中外   

院内専用 

ワンタキソテール点滴静注

20mg/1mL     

    （ドセタキセル水和物製剤） 

20mg/V タキソイド系抗悪性腫瘍剤 サノフィ 

  

  

院内専用 

ワンタキソテール点滴静注

80mg/4mL      

  （ドセタキセル水和物製剤） 

80mg/V タキソイド系抗悪性腫瘍剤 サノフィ   

 

2.採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 

ケテック錠 300mg 製造販売中止 

ジルテック錠 10mg 在庫なくなり次第、ザイザル錠 5mgに切り替え  

ダオニール錠 2.5mg   

タスオミン錠 20mg 在庫なくなり次第、タモキシフェン錠 20mgに切り替え 

ナウゼリン錠 10 在庫なくなり次第、ナウゼリン OD錠 10に切り替え 

ノルバデックス錠 10mg 在庫なくなり次第、タモキシフェン錠 10mgに切り替え 

ボノテオ錠 1mg   

注射 

イオパミロン 370注 50 在庫なくなり次第、バイステージ注 370/50mLに切り替え 

イオパミロン 370注 100 在庫なくなり次第、バイステージ注 370/100mL に切り替え 

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用 10mg「NK」 在庫なくなり次第、ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 10mg/5mL「ﾏｲﾗﾝ」に切り替え 

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用 50mg「NK」 在庫なくなり次第、ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 50mg/25mL「ﾏｲﾗﾝ」に切り替え 

エポジン注シリンジ 1500   

エポジン注シリンジ 3000   

エポジン注シリンジ 6000   

エポジン注シリンジ 12000   

オプチレイ 320注 50mL 在庫なくなり次第、バイステージ注 300/50mLに切り替え 

オプチレイ 320注 100mL 在庫なくなり次第、バイステージ注 300/100mL に切り替え 

グルトパ注 600万単位   

グルトパ注 1200万単位   

サーバリックス 3回接種終了時点で削除 

スロンノン IH注 10mg/2mL 在庫なくなり次第、アルガトロバン注シリンジ 10mg「NP」に切り替え 

パルクス注 5μg   

パルクス注 10μg 在庫なくなり次第、アルプロスタジル注 10μgシリンジ「サワイ」に切り替え 

ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝ RTU注射液 10mg 在庫なくなり次第、ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 10mg/5mL「ﾏｲﾗﾝ」に切り替え 



ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝ RTU注射液 50mg 在庫なくなり次第、ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 50mg/25mL「ﾏｲﾗﾝ」に切り替え 

ラジカット点滴静注 30mgバッグ 在庫なくなり次第、エダラボン点滴静注 30mgバッグ「タカタ」に切り替え 

 

3.採用区分変更医薬品 

剤形 薬品名  採用区分 

内服 ダオニール錠 1.25mg 院内外両用→院外専用 

 

4.その他 

１）有効期限の近い医薬品について（添付資料参照:資料 1） 

  消化にご協力をお願いします。 

 

２）院外処方せんの「後発医薬品変更連絡」の方法について 

  現状は、保険薬局が後発医薬品に変更調剤した場合、変更内容を薬剤科にファックスで連絡をしています。 

薬剤科では、ファックスを 6か月間保管しています。医師が必要に応じて薬剤科に問い合わせることになっています 

が、過去 2 年間問い合わせは 1 件もありません。4 月より、「お薬手帳」を通じて情報の共有ができる場合は、ファッ

クス連絡不要であることを、大和綾瀬薬剤師会及び近隣薬局に通知します。 

 

3）一般名処方について（添付資料参考：資料 2） 

平成 24 年度診療報酬改定で、採用薬の先発医薬品で後発医薬品のある医薬品を一般名処方することが、診

療報酬上加算となることが決まりました。当院におけて処方頻度の高い後発医薬品のある先発医薬品を挙げまし

た。 

これらの医薬品については、4 月より一般名での処方に変更したいと思います。異議がありましたら、２月１７日（金）

までに、内線２１６０またはＰＨＳ（薬剤科長）まで連絡をお願いします。異議の連絡がない場合は、医薬品を一般名

処方とします。 

 

  ４）保険薬局からの病名の照会について 

   以下の3点について保険薬局から問い合わせがあった場合は、医師に問い合わせることとなりましたので、適切な

対応をお願いします。 

  ①後発医薬品で適応症が異なる場合 

  ②添付文書で投与期間が明記された医薬品を、投与期間を超えて処方した場合 

  ③漫然と投与を継続している場合（添付資料参考：資料 3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


